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スポーツ

車いすラグビー体験・みんな
と一緒の運動会～参加者＆ボ
ランティア募集
� 1003182ID

　パラリンピック競技のウィルチェ
アラグビー（車いすラグビー）の選手
を招き、障害のある人もない人も、
スポーツを通して楽しい時間を過ご
します。
日時 9月30日㈰10:00～15:00※ボラン
ティアは9:00～16:00 会場 市民の森
ふれあいホール その他 ボランティ
アのみ昼食あり 申込 9月21日㈮まで
に日野市ボランティアセンターへ電
話 問 同センター（☎582-2318）

東部会館温水プールから
会場・問 同温水プール（☎583-526 
6）　　　　　　　 1000974ID

骨盤なめらか体操教室
日時 9月の毎週土曜日11:00～12:00 
定員 10人 費用 5回5,400円のチケッ
ト購入制 申込 電話
はじめての水中ウオーキング
日時 9月21日 ㈮・28日 ㈮11:00～12:00 
定員 申込制で先着7人 費用 2,700円
※入場料別途 申込 9月13日㈭までに
電話
臨時休業のお知らせ
　9月4日㈫・5日㈬は、定期清掃の
ためプールのみ休業します。

市民体育大会� 1003171ID

ダンススポーツ
日時 9月22日㈯10:00～16:20 会場 市
民の森ふれあいホール 種目 スタン
ダードの部・ラテンの部それぞれト
ライアル・ミキシングなどの種目 
対象 市内在住・在勤者 申込 電話※
当日受け付け可 問 日野市ダンスス

ポーツ連盟（佐藤☎581-4089）
陸上競技
日時 10月6日㈯8:30から※予備日10
月13日㈯ 会場 市民陸上競技場 種目 
一般男子・一般女子100㍍、走高跳、
走幅跳、砲丸投げなど 対象 小学5年
生以上の市内在住・在勤・在学者 
費用 500円※小学生200円、中学生
300円 申込 9月6日㈭～14日㈮17:00ま
でにエントリーシート（日野市体育
協会 HP から ダウンロード  可）を日野市
陸上競技協会（  hino@jaaf.info）へ
Eメール 問 日野市体育協会事務局

（☎582-5770）
剣道競技
日時 10月7日㈰ 9:30から 会場 市民の
森ふれあいホール 種目 1チーム3人
の団体戦。小学3年生以下の部、小
学4～6年生の部、中学生の部、一般
の部（五段以下・男女混合可）、一般
女子の部（五段以下） 対象 市内在住・
在勤・在学者 費用 3,000円※小・中
学生のチームは1,500円 申込 9月7日
㈮までに電話 問 日野市剣道連盟（都
田☎090-1667-0675）
硬式テニス競技（シングルス）
日程 10月28日～11月25日 の 毎 週 日
曜日・祝日 会場 多摩平第一公園テ
ニスコートなど 種目 一般・高校生・
中学生・小学生の男女、壮年男子（45
歳以上）、男子グランドベテラン（60
歳以上）、女子ベテラン（55歳以上） 
対象 市内在住・在勤・在学者、日
野市テニス協会加盟団体員 費用 1人
1,000円 申込 9月8日㈯・11日㈫・16
日㈰13:00～16:00に多摩平中央公園
地区センターへ申込書（日野市体育
協会 HP から ダウンロード  可）と参加費、
参加資格を証明するものを持参 問 
日野市体育協会事務局（☎582-5770）

市内在住のトップアスリート
塩浦選手と中央大学水泳部に
よる水泳教室
� 1009864ID

日時 9月30日㈰14: 
00～16:20 会場 トム
スポーツアカデミ
ー（多摩平） 講師 塩
浦慎理選手（リオ
オリンピック競泳
男子50ｍ・100ｍ自
由形出場）および中央大学水泳部員 
対象 25㍍泳げる市内在住・在学の

小・中学生 定員 36人※申込多数の
場合は抽選 申込 9月18日㈫（必着）ま
でに〒191-8686日野市文化スポーツ
課水泳教室係へ 往復はがき  で。往信用
裏面に参加者の住所、氏名（ふりが
な）、電話番号、年齢、性別を、返
信用表面に住所、氏名を記入 問 文
化スポーツ課（☎514-8465）

趣味・教養
平山台文化スポーツクラブから
申込 電話 問 同クラブ（☎506-9979）
� 1003186ID

▼ぶらり街歩き
日程 9月14日㈮ 集合 10:00平山城址
公園駅改札口、13:00平山台健康・
市民支援センター解散 コース 宗印
寺～季重神社～六国台～城址公園

（西園・東園）（4㌔） 費用 500円※交
通費・昼食代実費
▼男の料理教室
日時・会場 ①9月3日 ㈪、10月1日 ㈪
…市民の森ふれあいホール②9月16
日㈰、10月21日㈰…平山交流センタ
ーいずれも11:00～14:00 講師 清水紀
子氏（管理栄養士） 費用 1,500円
▼燻製教室
日時 9月8日㈯10:00～14:00 会場 平山
台健康・市民支援センター 講師 今
川裕司氏（燻製研究家） 費用 2,000円

（材料費・昼食含む）

ひの煉瓦ホール（市民会館）ロ
ビー 1００歳のピアノによるお
昼のミニコンサート
� 1000966ID

日時・出演 9月8日㈯平田奈月氏（ピア
ノ）、鈴木佑佳氏（声楽）、22日㈯吉
野志帆子氏（ピアノ）いずれも12:30～
13:00 会場・問 同ホール（☎585-2011）

布花コサージュ講習会
日時 9月13日㈭13:30～15:30 定員 申
込制で先着20人 費用 500円 申込 9月
3日㈪～7日㈮に電話 会場・問 日野市
シルバー人材センター（☎581-8171）

七生公会堂から
会場・問 七生公会堂（☎593-2911）
� 1005894ID

▼ロビーコンサート
日時 9月12日㈬15:00～16:00※直接会
場へ 出演 山田磨依氏（ピアノ） 定員 

先着50人
▼かわせみ寄席～古今亭志ん朝名
演映像上映
日時 9月26日 ㈬15:00～16:00※ 直 接
会場へ 定員 先着50人

真慈悲寺現地イベント
� 1009701ID

日時 9月16日㈰①9:30～12:00②13:00
～15:00 会場 京王百草園（百草） 内容 
①市学芸員による報告「中世の大寺
院真慈悲寺はどこまで遡れるか」、
福田健司氏（元東京都教育庁学芸員）
特別講演「真慈悲寺を支えた人々の
遺跡―落川・一の宮遺跡―」②経筒
出土の地、仁王塚探訪ガイドツアー 
定員 申込制で先着50人 費用 240円

（入場料） 申込 9月4日㈫から電話 問 
郷土資料館（☎592-0981）

公開講演会・近未来のニッポ
ンの姿～多文化共生の地域社
会を考える�

　現在全国には250万人弱、東京都
には50万人超の外国人が居住、その
人数は増え続けており、日野市も例
外ではありません。
　この講演会では政府・自治体の外
国人受け入れ施策の歴史と現状を学
び、今後、外国人住民と共に生き生
きと暮らす多文化共生社会をつくる
ために私たちにできることを考えま
す。先進地域の現場に精通した講師
による生きた話が楽しみです。
日時 9月22日 ㈯
1 3 : 0 0 ～1 5 : 0 0 
会場 生活・保健
センター 講師 小
山 紳 一 郎 氏（ 元

（公財）かながわ
国際交流財団） 
定員 申込制で先着80人※子供同伴
可 申込 9月1日㈯から電話 問 日野市
国際交流協会事務局（☎586-9511）

子供・保護者向け
移動ひろば～地域で子育てな
かまを見つけよう
� 1009161ID

日時 9月13日㈭10:20～11:30 会場 第
二武蔵野台地区センター 内容 程久
保・三沢地域で子育てひろばを開催 
対象 乳幼児と保護者 問 地域子ども

家庭支援センター万願寺（☎586-
1312）、同センター多摩平「はぴはぴ」

（☎589-1260）

みんなで話そう！�シングル
ママ・パパの集い
� 1008504ID

日時 9月15日㈯15:00～16:30 会場 多
摩平の森ふれあい館 内容 ひとり親
同士の交流 問 地域子ども家庭支援
センター多摩平「はぴはぴ」（☎589-
1260）

ななお「土曜のひろば」遊学
会講座平成3０年度後期（1０月
～平成31年3月）「ふるさと探
検講座」受講生募集
� 1009742ID

▲成果発表の様子
　ななお「土曜のひろば」は、異年齢

が交流しながら、体験学習すること
で、子供たちの知的育成と友達作り
を目標としています。
　ふるさと探検講座は郷土の歴史や
成り立ちを調べる講座です。
日時 10月からの原則毎月第2・第4
土曜日9:00～12:00 会場 七生中など 
内容 日野の用水を訪ねて、今に残
る学童疎開・金剛寺を訪ねてなど
対象 市内在住・在学の小学3～6年
生 定員 若干人 費用 330円（保険料）
交通費実費 申込 9月14日㈮（必着）ま
でに〒191-8686日野市生涯学習課な
なお「土曜のひろば」遊学会係へ 
往復はがき  で。往信用裏面に住所、氏
名（ふりがな）、保護者氏名、講座名、
学校名、学年、電話番号を記入 問 
生涯学習課（☎514-8765）

ベビーマッサージ～パパも一
緒にどうぞ� 1008503ID

日時 9月30日㈰15:00～16:00 対象 生
後3～5カ月児と保護者 定員 申込制
で先着12組※初めての方優先 申込 9
月19日㈬10:00から電話 会場・問 地
域子ども家庭支援センター万願寺

（☎586-1312）

　昭和の七生地域をつないでいた「盆踊り大会」が、七生中地区内のさ
まざまな地域団体により新しい形で復活しました。盆踊りをアレンジ
したBONダンスや、焼きそば、かき氷など約30のお店が出店します。
日時 9月15日㈯16:00～20:00※荒天中止
会場 南平体育館および駐車場※交通規制あり。雨天時体育館内
問 七生中地区アクションプラン実行委員会（和田☎090-8178-1794）、
市地域協働課（☎581-4112）

七生中地区
アクションプラン～
ななおBONまつり

1009869ID
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